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２月の集団健（検）診日程表
■特定健診・長寿健診の集団健診(保険証が必要)
◇日程や会場は、いきいき受診券などに同封している日程表を確
認してください

　※後期高齢者医療の加入者はいきいき受診券も必要
対40歳以上の国保加入者か後期高齢者医療の加入者など
料無料
問サンサンコールかごしま☎808-3333D808-2525

■事前予約が必要な検診の集団検診会場(保険証が必要)
日 曜 検　診 場　所

10 水 胃・腹部 松原小学校 ●
子宮・乳 大龍小学校 ●

12 金 胃・腹部 松元地区保健センター

13 土 胃・腹部 中央保健センター
子宮・乳 県民総合保健センター ☆

14 日 胃・腹部 南部保健センター
子宮・乳 吉田地区保健センター ☆

15 月 胃・腹部 坂元中学校

16 火
胃・腹部 広木小学校 ●
子宮・乳 喜入地区保健センター ☆
乳のみ 西部保健センター（午後のみ）

17 水
胃・腹部 南部保健センター
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島（午前のみ）
※女性のみ

18 木
胃・腹部 桜丘西小学校 ●

子宮・乳 天文館ベルク広場
※８時30分～11時、13時～14時30分

19 金 胃・腹部 緑丘中学校 ●
子宮・乳 北部保健センター ☆

20 土 胃・腹部
県民総合保健センター
ヘルスサポートセンター鹿児島
厚生連健康管理センター　※８時30分～10時30分

子宮・乳 中央保健センター ☆
21 日 胃・腹部 県民総合保健センター
22 月 胃・腹部 錦江台小学校 ●
24 水 胃・腹部 西紫原小学校 ●

25 木 胃・腹部 清和小学校 ●
子宮・乳 郡山地区保健センター ●

26 金 胃・腹部 中央保健センター

27 土 子宮・乳 県民総合保健センター ☆
乳のみ 中央保健センター（午前のみ）

28 日 胃・腹部 県民総合保健センター
◇受付時間　①胃・腹部　８時30分～９時30分
　　　　　　②子宮・乳　８時30分～９時30分、13時～13時30分
　　　　　　※●は９時～10時、☆は９時～10時、13時～13時30分

◇以下の検診は、毎週開催します（休日は除く）
曜　日 検　診 場　所

月 胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島（午前のみ）
乳のみ 厚生連健康管理センター　※８時30分～10時

火 子宮・乳 さがらパース通りクリニック
乳のみ 厚生連健康管理センター　※８時30分～10時

水 子宮・乳 さがらパース通りクリニック（午前のみ）
乳のみ さがらパース通りクリニック（午後のみ）

木 子宮・乳 さがらパース通りクリニック

金

子宮・乳 さがらパース通りクリニック（午後のみ）
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島（午前のみ）
※女性のみ

乳のみ さがらパース通りクリニック（午前のみ）

厚生連健康管理センター　※８時30分～10時月～金 胃・腹部
対市内に住む40歳以上（子宮がん検診は20歳以上）で、職場などで  
　受診機会のない人（保険証が必要）
◇料金など詳しくはがん検診専用ダイヤル☎214-5489D803-7026
（保健予防課）へ
　※ ヘルスサポートセンター鹿児島☎267-6292D260-1780、厚生
連健康管理センター☎256-1133D252-5632、さがらパース通
りクリニック☎224-1816D224-1886は、直接予約が必要

子育て就職支援セミナー　託
内働き方や将来
に向けた目標設
定などを学ぶセ
ミナー　対就職
を希望する子育て中の人　※ハ
ローワーク登録が必要　期２月
19日（金）10時～12時　所サンエ
ールかごしま　定10人（先着順）
料無料　申詳しくはハローワー
クかごしまマザーズコーナー
☎223-8010D225-7030へ
乳幼児突然死症候群（SIDS）
◇それまで元気だった赤ちゃん
が、事故や窒息ではなく眠って
いる間に突然死亡してしまう病
気です。原因はまだよく分かっ
ていませんが、①赤ちゃんはあ
おむけで寝かせる、②妊娠中や
赤ちゃんの周りでたばこを吸わ
ない、③できるだけ母乳で育て
る、に気をつけることでこの病
気の発症率が低下することが分
かっています　問母子保健課
☎216-1485D216-1284

児童クラブ職員募集
◇児童クラブ職員
の募集情報を市HP
に掲載しています
対①支援員…保育
士資格、教員免許状を持つ人な
ど、②補助員…どなたでも
申詳しくは各児童クラブへ
問こども政策課☎216-1259
D803-7628
保育所・認定こども園（保育所機能）
などの令和３年度分入所申し込み
対仕事、妊娠・出産、病気、求
職などで乳幼児の保育ができな
い保護者　※令和２年度分を申
し込んで待機中の人も再度申し
込みが必要　◇認定こども園
（保育所機能）の利用希望者も市
で選考するため、市か園の窓口
で受け付けます　◇申込期間…
第２期は２月19日まで、以降随
時受け付け　※保育幼稚園課・
各支所は土・日曜日・休日を除
く　申詳しくは保育幼稚園課
☎216-1258D216-1284、各支所
の福祉課・保健福祉課へ　※幼
稚園・認定こども園（幼稚園機
能）の利用希望は各園へ

講座・お知らせ

家族やグループで農業体験しませんか　 応募要領は24面 

３月１日～７日は子ども予防接種週間
　接種対象者は無料で委託医療機関で予防接種を受けられます。
必要な予防接種を済ませ、感染症にかからないようにしましょう。

予防接種 回数 接種対象
ロタウイ
ルス

１価 ２ ６週０日～24週０日
５価 ３ ６週０日～32週０日

B型肝炎 ３ ０歳BCG（結核） １
ヒブ、肺炎球菌 ４ ２カ月～４歳
４種混合（ジフテ
リア・百日せき・
破傷風・ポリオ）

４ ３カ月～７歳５カ月

水痘 ２ １～２歳
麻しん・
風しん

１期 １ １歳
２期 １ 平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれ

日本脳炎

１期 ３ ６カ月～７歳５カ月（標準は３～４歳）
２期 １ ９～12歳

特例
平成13年２月１日～平成19年４月１日に生
まれた20歳未満で１・２期未接種の人、平成
19年４月２日～平成21年10月１日に生まれ
た９～12歳の１期未接種の子ども

２種混合（ジフ
テリア・破傷風） １ 11～12歳

◇ 母子健康手帳と予診票が必要。予診票がないときや転入者は保
健予防課☎803-7023D803-7026へ

①親子どろんこ農園
対幼児～高校生と家族　定26組
◇利用期間…４月～来年２月
※希望により３年間まで継続可

②勤労生産学習農園
対市内の幼稚園、保育所、小・中学校、スポ
　ーツ少年団、あいご会、社会福祉施設など
定10区画
◇利用期間…４月～来年２月

①②共
所寺山学習農園　料無料（種・苗・肥料代などは実費負担）
申電話か郵送、ファクス・メール（送信後電話確認を）で農園名も
２月28日（必着）までに〒892-0871吉野町11078-4市立少年自然
の家☎244-0333D244-0334メールsyonenshizen@city.kagoshima.
lg.jpへ
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